
 
 
 
  

日付 内 容 

4/2（火） 実施者：職員 

『ちびゴリラのちびちび』 （ほるぷ出版） 

ルース・ボーンスタイン／さく  いわた みみ／やく 

『もこもこもこ』 （文研出版） 

谷川 俊太郎／作  元永 定正／絵 

本の紹介 

『ごぶごぶごぼごぼ』 

『いないいないばあ』 （童心社） 

松谷 みよ子／文  瀬川 康男／え 

『どんどこももんちゃん』 （童心社） 

とよた かずひこ／さく・え 

本の紹介 

『くろねこかあさん』 

『ぷくちゃんのすてきなぱんつ』 （アリス館） 

ひろかわ さえこ／さく 

本の紹介 

『どうぶつのおやこ』 

『じどうしゃ』 

『やさいのおなか』 

『まるくておいしいよ』 

『しろくまちゃんのほっとけーき』 

『おやすみなさいコッコさん』 



 
  

日付 内 容 

5/18（土） 実施者：職員 

『きたきたうずまき』 （福音館書店） 

元永 定正／作 

本の紹介 

『もこもこもこ』 

『ごぶごぶごぼごぼ』 

『どうすればいいのかな？』 （福音館書店） 

わたなべ しげお／ぶん  おおとも やすお／え 

『なにのこどもかな』 （福音館書店） 

やぶうち まさゆき／著 

本の紹介 

『やさい』 

『ゆうたのおかあさん』 （あかね書房） 

きたやま ようこ／作 

本の紹介 

『ゆうたのおとうさん』 

絵本の読み聞かせ、選び方についての話 

『おかあさんだいすき』 （岩波書店） 

光吉 夏弥／訳・編 より 

「おかあさんのたんじょうび」 

まーじょりー・ふらっく／文と絵 



 
  

日付 内 容 

6/4（火） 実施者：職員 

『ごぶごぶごぼごぼ』 （福音館書店） 

駒形 克己／さく 

『しろろん くろろん』 （福音館書店） 

元永 定正／さく 

♪ここはとうちゃんにんどころ 

『でてこいでてこい』 （福音館書店） 

はやし あきこ／さく 

『くだもの』 （福音館書店） 

平山 和子／さく 

『りんごがころん』 （ブロンズ新社） 

中川 ひろたか／文  奥田 高文／写真 

『おててがでたよ』 （福音館書店） 

林 明子／さく 

『こんにちは』 （福音館書店） 

わたなべ しげお／ぶん  おおとも やすお／え 

本の紹介 

『おかあさんといっしょ』 

『かあさん』 

『ももんちゃんぎゅっ！』 

♪こりゃどこのじぞうさん 

『まっててね』 （童話屋） 

シャーロット・ゾロトウ／文  エリック・ブレグヴァド／絵 

みらい なな／訳 



 
  

日付 内 容 

7/20（土） 実施者：職員 

『おへそのあな』 （ＢＬ出版） 

長谷川 義史／作 

『ごぶごぶごぼごぼ』 （福音館書店） 

駒形 克己／さく 

本の紹介 

『ぴよぴよぴよ』 

『もこもこもこ』 

『おててぱちぱち』 （ポプラ社） 

あまん きみこ／さく  上野 紀子／え 

本の紹介 

『いないいないばあ』 

『おててがでたよ』 

『きゅっきゅっきゅっ』 

『おかあさんといっしょ』 （福音館書店） 

薮内 正幸／さく 

本の紹介 

『どうぶつのおかあさん』 

『どうやってねるのかな』 

『あがりめさがりめ』 （こぐま社） 

ましま せつこ／絵 

本の紹介 

『あかちゃんとお母さんのあそびうたえほん』 

『ととけっこうよがあけた』 

「おひざにだっこのえほん」「絵本タイムをたのしみませんか？」 

配布、紹介 



 
  

日付 内 容 

8/13（火） 実施者：職員 

『ちびゴリラのちびちび』 （ほるぷ出版） 

ルース・ボーンスタイン／さく  いわた みみ／やく 

『もこもこもこ』 （文研出版） 

谷川 俊太郎／作  元永 定正／絵 

本の紹介 

『ごぶごぶごぼごぼ』 

『いないいないばあ』 （童心社） 

松谷 みよ子／文  瀬川 康男／え 

『ぷくちゃんのすてきなぱんつ』 （アリス館） 

ひろかわ さえこ／さく 

『どんどこももんちゃん』 （童心社） 

とよた かずひこ／さく・え 

『くろねこかあさん』 （福音館書店） 

東 君平／さく 

本の紹介 

『もう おきるかな？』 

『こんにちはどうぶつたち』 

『くだもの』 

『おにぎり』 

『てぶくろ』 

9/21（土） 実施者：職員 

『ちびゴリラのちびちび』 （ほるぷ出版） 

ルース・ボーンスタイン／さく  いわた みみ／やく 

『もこもこもこ』 （文研出版） 

谷川 俊太郎／作  元永 定正／絵 

本の紹介 

『ごぶごぶごぼごぼ』 

『ころころころ』 

『いないいないばあ』 （童心社） 

松谷 みよ子／文  瀬川 康男／え 

本の紹介 

『どうぶつのおやこ』 

『じどうしゃ』 

『どんどこももんちゃん』 （童心社） 

とよた かずひこ／さく・え 

『ぷくちゃんのすてきなぱんつ』 （アリス館） 

ひろかわ さえこ／さく 

『月のみはりばん』 （偕成社） 

とりごえ まり／作・絵 



 
  

日付 内 容 

10/1（火） 実施者：職員 

『ごぶごぶごぼごぼ』 （福音館書店） 

駒形 克己／さく 

『しろろん くろろん』 （福音館書店） 

元永 定正／さく 

『いないいないばあ』 （童心社） 

松谷 みよ子／文  瀬川 康男／え 

♪ここはとうちゃんにんどころ 

『くだもの』 （福音館書店） 

平山 和子／さく 

『おかあさんといっしょ』 （福音館書店） 

薮内 正幸／さく 

本の紹介 

『きゅっきゅっきゅっ』 

『こんにちは』 （福音館書店） 

わたなべ しげお／ぶん  おおとも やすお／え 

『ゆーらりももんちゃん』 （童心社） 

とよた かずひこ／さく・え 

♪こりゃどこのじぞうさん 

『おめでとう』 （ポプラ社） 

いとう えみこ／文  伊藤 泰寛／写真 

11/16（土） 実施者：職員 

『こんにちは』 （福音館書店） 

わたなべ しげお／ぶん  おおとも やすお／え 

『おててがでたよ』 （福音館書店） 

林 明子／さく 

『なにのあしあとかな』 （福音館書店） 

やぶうち まさゆき／著 

本の紹介 

『やさい』 

『ととけっこうよがあけた』 （こぐま社） 

こばやし えみこ／案  ましま せつこ／絵 

絵本の読み聞かせ、選び方についての話 

『ちびゴリラのちびちび』 （ほるぷ出版） 

ルース・ボーンスタイン／さく  いわた みみ／やく 

『ぼくの手わたしの手』 （保育社） 

中川 ひろたか／作  斉藤 美春／写真 



 
  

日付 内 容 

1/18（土） 実施者：職員 

『もこもこもこ』 （文研出版） 

谷川 俊太郎／作  元永 定正／絵 

『なにのあしあとかな』 （福音館書店） 

やぶうち まさゆき／著 

『ごろんごゆきだるま』 （福音館書店） 

たむら しげる／さく 

『しろくまちゃんのほっとけーき』 （こぐま社） 

わかやま けん／絵  森 比左志／文  わだ よしおみ／文 

『あがりめさがりめ』 （福音館書店） 

いまき みち／さく 

『のせてのせて』 （童心社） 

松谷 みよ子／文  東光寺 啓／え 

『ちょっとだけ』 （福音館書店） 

滝村 有子／さく  鈴木 永子／え 

2/4（火） 実施者：職員 

『ごぶごぶごぼごぼ』 （福音館書店） 

駒形 克己／さく 

『ぴよぴよ』 （くもん出版） 

谷川 俊太郎／さく  堀内 誠一／え 

『どうぶつのおかあさん』 （福音館書店） 

小森 厚／ぶん  薮内 正幸／え 

『きゅっきゅっきゅっ』 （福音館書店） 

林 明子／さく 

『こりゃまてまて』 （福音館書店） 

中脇 初枝／ぶん  酒井 駒子／え 

『いないいないばあ』 （童心社） 

松谷 みよ子／文  瀬川 康男／え 

『あぶくたった』 （ひさかたチャイルド） 

さいとう しのぶ／構成・絵 

絵本の選び方など 

『ぼくのかあさん』 （すぐ書房） 

ヒュー・ルーウィン／文  リサ・コッパー／絵  多田 ひろみ／訳 



 
 

日付 内 容 

3/15（土） 実施者：職員 

『じゃあじゃあびりびり』 （偕成社） 

まつい のりこ／作・絵 

『おつきさまこんばんは』 （福音館書店） 

林 明子／さく 

本の紹介 

『きゅっきゅっきゅっ』 

『おててがでたよ』 

『くつくつあるけ』 

『いないいないばあ』 （童心社） 

松谷 みよ子／文  瀬川 康男／え 

本の紹介 

『おさじさん』 

『いいおかお』 

『くだもの』 （福音館書店） 

平山 和子／さく 

絵本の選び方について 

『あやちゃんのうまれたひ』 （福音館書店） 

浜田 桂子／さく 


